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RyudaiReviewofLanguage&LiteratureNo.36,1991 (翻訳)

恐れと憐れみ?

アリス トテレスによる悲劇の定義 ｢-エレオスとポボス

を通じて､そのようなパテーマタのカタルシスを成 しと

げるところのものである｡｣ (『詩学』6,1449b26)の

解釈のために 〔訳注〕 (その1)

ヴォルフガンク シヤーデヴァル ト

田村 康夫 ･ 浜崎 盛康 訳

アリトステレスによる悲劇の本質規定については､すでに数世紀にわたって
パ チ ー マ ト- ン

議論が続いているが､解釈者たちはこれまでのところ､7Tα077FjdTWL'の属格
トイウ ー トー ン カ タ ル シ ス

の意味と代名詞TOgOt)Tαルの意味およびKdOαpoESなる概念のもとに理解

さるべき効果､この三幅対の問題に主として関心をよせてきた｡そこで問題の
ポ ポ ス エL/オス

全体を一度は別な側面から手掛けて､¢6βosとg']eosいう二つの概念のもつ

根本的なギリシア語の意味を問うてもむだにはなるまいと思う｡要するに､現

今では唐突とばかりはいえない､次のような見解を真剣に政おうとするもので

ある｡つまり､ポボスはそもそも 《Furcht 恐れ/恐怖》ではなく､エレオ

スは断じて 《Mitleid憐れみ/同情》ではないということ､それゆえアリス ト

テレス自身はかつてこの二つの概念をもってまったく別種の現象をおもい描い

ていた､ということである｡この点を深く考えると､悲劇の定義に関係する一

連の事柄にたいしても､それなりの影響が及ぶことは避けられない｡

1

《Furcht》が ドイツ語においてポボスの定訳になったのは､レッシングに

始まる.ポボスはすでにルネサンス時代にたいていの場合､terror､horror､
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pavorと正 しく訳されており､ヨーロッパの他の諸言語は今日にいたるまで､

イタリア語ではterrore､英語ではfearとならんでterror､フランス語ではcrainte

とならんでterreurの訳語を堅持している｡ところが ドイツにおいては､レッ

シソグの絶対的な断言を噸矢として､モーゼス ･メンデルスゾーンはひき続き

使用していた 《Schrecken 驚怖/驚樗》を- 当時は 《das》Schreckenと言っ

ていたが- より穏和なFurchtに変えてしまった｡1レッシソグは､この緩和

に相当の関心を抱いていた｡2 彼の志 していた人道的 ･博愛的悲劇のために､

ポボスをできるかぎり憐れみの背後に消し去る道は､この緩和によってはじめ

て拓かれたのだった｡つまりレッシソグは､ 《Furcht》を ｢憐れみの不可欠

な要素｣3にすぎないと言い切り､悲劇を憐れみ中心に打ち立てることによっ

て､ ｢悲劇は､ひとことで言えば､憐れみを喚起する詩である｣4という､彼

の言によれば､アリス トテレスの定義についての ｢正確をつくした説明｣にい

たったのである｡

もっとも如 βosが､ホメロスの (¢gBopὰ,露 B<e/F'oyOiE5)における､
メ ,1!ス ベ ポ マ イ

いまだダイモーン的な特徴のこびりついた ｢退いたてられる｣以降アリス トテ

レスにいたるまで､ (より一般的な) 《Furcht》を目指す方向での､ある種

の意味の拡大を受けてきた､という事情に間違いはないであろう｡だからこそ

ソクラテスは 『プロタゴラス』 (358de)において､そこで現に行われている
ヂカス

対話の目的をひとまず措いて､∂iosとポボスの区別についての説明をプロディ

コスに､ ｢その点はどちらでもかまいません｣と当然拒否することができる｡

またそれゆえにアリス トテレスにしても､ 『ニコマコス倫理学』(3.9,1115a9)

において､デオスについてのプラトンの定義である ｢未来の悪の予期｣ (『ラ

ケス』198b)をポボスに転用して､ ｢それゆえひとびとは恐れを悪の予期と

も定義している｣と述べているのであろう｡しかしながら､これはほんの暫定

的なものにすぎない｡アリス トテレスその人の包括的な定義 (『弁論術』2.5,

1382a21)では､プラトンのデオスにたいして本質的な修正が加えられて､次
ポ ポ ス

のように言われている｡ ｢恐れ (¢6βos) とは､破滅､あるいは苦痛をもた

らす差し迫った悪いものについての表象から生じる一種の不快､あるいは心の

動揺であるとしておこう｣｡ アリス トテレスはここではっきりと付け加えて､
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ポ ベ イ ス タ イ カカ
¢oβe㌻oOαと〔追い立てられる/恐れる〕は全てのK･αKd〔悪〕に向けられ

るのではなく､ ｢大きい不快､あるいは破壊をもたらすことのできるもの､そ

れも遠くではなくて目前に迫るほどに近くに現れているもの｣である悪にたい

して向けられる､と述べている｡それゆえアリス トテレスその人に従えば､迫

り来るものの間近さ､予期される災厄の大きさ､また破壊的なものは､デオス
デ イ マ プ t= ス r キ ア

(∂erFJα)に対立 して､ ｢予期 (花POO∂0応C'α)｣ にとどまらず ｢動揺
タ ラ ケ ー

(TαPαXカ)｣でもあるポボスにそれ独自の部分として所属するものである06
プ リケ ー

ポボスが､アリス トテレスのまさに 『詩学』において､一度はっきりと¢pE'x77

《Schauder戦懐》に近づくのは (14 1453b3)､このことに合致する｡そこに

は次のようにある｡ ｢すなわち､悲劇の筋は､たとい何も見なくても､事の成

り行きを聞いているだけで､そこに生起するさまざまの事柄により､或いは目
プ リ γ チ イ ン

を瞳って戦僕し(¢pE'TTeCL')或いは憐みをもよおして同情する､という風
ア ナ グ ノ T リ ン ス

に作りあげられなくてはならない｣ ｡&L'αγL'(i)PE0rS 〔発見的再認〕には､
7f ベ t)ン

高められかつ不意打ちの如 βep6L'〔恐るべきもの〕を示す能力､つまり
エ ク プ レー ク チ ィ コ ン

昌G7r]77応T (GdL'〔戦僕で打つ〕の能力があると認められているが､このこと

もおもい起こさなければならない｡7

以上のことから､ 《Schrecken驚怖》という訳語は､アリス トテレスのポボ

スにたいしてあるいは狭義にすぎると思えるかもしれない (とりわけ ドイツ語

の 《Schrecken》は､瞬時に見舞われるという観念をともなうので)｡だからと

言って､《Furcht 恐れ》というレッシングの翻訳はこれまた広義にすぎて､

誤解を招くことはなはだしい｡しかし訳語がどうあるにしても､ポボスが (デ

オスやディマとは異なり)､とにかく驚怖と戟傑とにはっきりと傾斜 した恐れ

であることは決定的である｡私たちはさしあたって､次のことを確かめておき
ポ ポ ス ,iL ベ ロス

たいと思う｡アリス トテレスが､¢dβosと¢oβepdsの語を悲劇の効果の解

釈において使用する場合におもい描いているのは､あきらかに直接の威力から
タラケ-

受ける心をかき乱すェレメンタルな激情 (TαPαXTi動揺)であって､それ

は重い苦難や破滅による脅威が目前に迫っている､と考えることによってひき

起こされる｡
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2

ドイツ語の単語には､語の基本的な組立がギリシア語的であっても､語義の

もつ独特なニュアンスは､キリス ト教を通じて受け入れたものが稀ではない｡
I/ 1 ン バ ス ケ イ ン

《Mitleid 憐れみ》はそのような単語のひとつである｡ouFJnαdxegリ,
/ユン パ チ イ ン

ouiJ7TαOeTl'の根底にはつまるところ 《Mit-Erleiden 共に被る》､ ｢巻き

添えになる｣､ ｢ともども同時に作用を受ける｣という意味がある｡そしてこ

の意味においてこのギリシア語は､ 《sympathetisch 共感的な》作用に関し

て種頬を問わず使用される.たとえば身体と霊魂の関係において､8 ぁるいは

時代がくだると星辰相互の関係において､また潮の干満が月の位置に依存する

関係においても使用される.おなじく音楽が､あるいはリズムやメロディーを
ミノ-･セイス

用いることのない模倣 (FJgFL7506とS)が､聴衆の心情にあたえる一般的な効

果9を言い表すためにも使用される｡この語は､さらに悲劇の効果に向けられ

ることもあるが､その場合でもけっして 《Mitleid 憐れみ》という特別な意

味を言うのではなく､観客がス トーリーの運びに従ってさまざまに喚起される

｢いっしょの気持ちになること｣の一般性を言うのである｡10 ｢共に被る｣から

出発して､私たちの ｢憐れみ｣にいたる道程の出発地点にあるのは､パウロか

らの二ヶ所とヘブライ人への手紙の一ヶ所であるが､この三ヶ所では､ギリシ

ア語本来の意味である ｢共に被る｣がなお保たれている｡11このギリシア語の

概念は､ここからラテン語に直訳借用されてcompati,Compassioの形を採り､

まずロ-マの護教家と初期の教父たちに登場する｡12その後このラテン語が､

中高 ドイツ語を使う14世紀の神秘家たちによってmitel㍊en,mitelTdungeと重

訳される｡ルターは､ゲ-テもおなじくひき続いて､不定詞が名詞化した語形

《Mitleiden》を使用していた｡しかしこの間17世紀には､《Mitleiden》の代

わりに東中部 ドイツ語の語形 《Mitleid》が登場して､18世紀に広まり､19世

紀には 《Mitleiden》をほぼ押しのけてしまう｡13-さてパウロからの二ヶ所と

ヘブライ人への手紙の-ヶ所が､この語の語義の歴史にその後の決定的な方向

をあたえることになる｡この三ヶ所には三つの思想内容が見られる｡つまり､

われらは神の子であり､キリス トの共同相続人であるということ (ロマ人への
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手紙8-17)､キリス トは身体であり､キリスト教徒はキリストの肢体である

ということ (コリント人への第一の手紙12-26)､イエスは大司祭であり､み

ずからは罪をもたないが､ ｢同様に｣誘惑をとおりぬけてきたので､われらの

弱さを ｢共に経験する｣ことができるということ (ヘブライ人への手紙4-15)

である｡ここには 《Miterfahren 共に経験する/共に受ける》というギリシ

ア語の原義がなお完全に保たれている｡しかしながら､パウロとヘブライ人への

手紙では現にあるありようとして表明されていることが､のちに定めとなり､

キリス トの愛のおきてになるに及んで､ 《Mlt-Leiden 共に苦 しむこと》さ

らには 《Mitleid 憐れみ/同情》 (-他人の苦といっしょである感情)にい

たる道も拓かれる｡この意味の変化を護教家と初期の教父たちにはっきりと跡

づけているのが､compatiとCompassioである｡テル トゥリアヌスは ｢共に経

験する｣という本来の意味をいぜん守りとおしている｡しかしアンプロシウス､

アウグステイヌス､大グレゴリウスは- はじめにcompassioanimi,affectもS;

affectucompatiのような結びつきを採って- この語をすでに感情と心の領

域でキリスト教的兄弟愛という判然たる意味に理解している｡14この語はこの意味

において､語源が異なるにもかかわらず､misericordiaに近づく｡misericordla

とは､ラクタンティウスにとってすでに人間の徳そのものである｡彼は､ストア

学派に対抗して憐れみを擁護するにあたって､この語をほぼhumanitasと同義

に使用している｡15 -他人の苦を魂においてともに経験することは､ドイツの

神秘家たちには 《mitelTden》である｡もっとも､この意味に平行してごく具体

的な 《Mit-ErLeiden 共に被る》が､とりわけ公共の負担を負うという法律用

語のなかに､なお数世紀ののちまで生き続けてはいる｡感傷とピェテイズムの

世紀である18世紀になると､この語には新しくかったっぷりと感情が添加され

る｡｢ともども同時に作用を受ける｣という原義はここにまったく覆われてし

まい､原義の表現が求められるところに 《Mitleidenheit》16と《Mitleidenschaft》

が作られたが､前者はふたたびたちまちに死語と化し､後者は今でも成句のな

かに残っている｡この語は人道の18世紀のなかで､キリス ト教的基盤から当時

あらたに自覚されつつあった普遍的 ･人間的なものの方向に向かって広がる｡

かくして 《Mltleid 憐れみ》は､博愛というユニバ-サルな意味になる｡こ
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の語は､博愛の意味において､私たちにも私たちの文化の失うべからざる財産

であるが､レッシンクのような人物には､当時この意味においてきわめて大事

なことばであった｡

私が以上のことをおもい起こさなければならないと考えたのは､ドイツ語の
エ レオス

《Mitleld》が､悲劇の定義に使用されたアリス トテレスのb'leosとは､単
/Aンバスケ イン

語の構造 (構造は確かにギリシア語的であっても､ouFL7rdoxecl)に対応 し

ている)に関しても､また (まったくキリス ト教的である)意味内容に関して

はなおさらのこと､いささかの関係も持っていないことをできるかぎり疑点を

残さずにあきちかにするためであった｡だから 《Mitleid》は､アリス トテレ

スのエレオスの訳語としてはたいへん誤解を招きやすいのであって､今やアリ

ス トテレスによる悲劇の定義の翻訳からこの訳語を消し去ると同時に､彼の悲

劇の定義について凝らす私たちの思考のなかからも払拭すべき潮時であろう｡

-こう言ったからとて､アリス トテレスやギリシア人は､私たちが 《Mltleid》

の語によって捉えている魂のありようをまったく知らなかった､という意味で

はない｡彼らは､他人の苦への思いやりからある種の人間的義務にいたるまで

の､実にさまざまな種類の憐れみを知悉していた｡ただし彼らには憐れみの現

われ方が私たちとは根本的に違っていたし､ほかでもないエレオスの概念をもっ

て憐れみを表す習慣は､おおむねヘレニズム時代の以前にはなかった｡本来の

(喜びを共にす ることに対応 して) 苦 を共 にす ることを表す には､
シ ュ ナ ク テ ス タ イ ア テ ユ ク- ン チ ィ

ouリdxOeoOαと 〔共に担う〕- ことにデルフォイの&ruxoûL'T∫
y ユ ナ ク ト ゥ ー

oL)L'&xOou ｢不幸なる者の重荷を共に担え｣をおもい起こしてもらいたい-
ンユナルゲイン /ユリュベイスタイ

ou空 γeTリ〔苦痛を共に感じる〕､ouスluneÊ00ὰ 〔共に心を痛める〕､
/ユ ンペ ンテ イン ンユノイタテItZイン

ouFJ7TeリOerL'〔共 に悼む〕 ､ auL'0日TlCeEi,〔共 に嘆 く〕 ､

ソユノデュレスタイ / Jンカイ レイン ン ユネ - デ ス タ イ

ouL'0∂t)peoOαと〔共に悲しむ〕 (これらはouγxα('peとリ,OUl巧∂eoOαC

〔共に喜ぶ〕に対立している)などの表現が使われていたが､これらの語はど

れをとっても､一般的な意義を得て広く行われるまでにはいたらなかった｡17
/ ユ ンギ タ ノ -ース ケ イン

理解を共にすること (寛容の意味においても)は､ouγγとγL,doKeCL,,ン_ングノ-ーノー
ouγγL'dFJ77〔共に知ること/容赦にすること〕である｡18 私たちの 《Mitleid

憐れみ》にたいしては､義務を負わせる力があるという点からして､ ｢ものお
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アイドース
じ｣と ｢いたわり深い配慮｣の意味をもつα('∂dsが､もっとも近い対応語か

もしれない｡ゼウスは太古の昔から変わることなく､力弱き者､年老いた者､病

弱な者､助けを請う者にたいしてアイド-スを示すよう求めている｡19 ところ

で ｢普遍的な人間愛｣､ ｢思いやり｣は､とりわけアリス トテレスの時代には

¢cjdリOpw冗0リ,¢Je]5ayリト8gp-aJenTl,αa)であり､この語は､ローマ時代の
ビ ラ ン トロ - ポ ン

humanitasの形で私たちの時代にいたるまで生き続けている｡さて､アリス

トテレスがこの語を 『詩学』においてどのように使用しているのかが､ここで

はたいへん示唆に富むことになる｡というのも､この語はアリストテレスにとっ

てけっして､レッシンクが肩入れして理解したような､憐れみの一般的根拠と

しての ｢博愛｣ではない｡21 ピラントロ-ボンは､アリス トテレスが 『詩学』

のなかで使用している三ヶ所においては､悪人もしくは ｢極悪｣でさえある人

間の運命が不幸から幸福へ､あるいは幸福から不幸へと激しく変転することに

だけ関係しているが､この語は､リチャ- ド三世のような悪人ですら ｢つまる

ところやはり人間なのだ｣という意味における､ ｢このうえなく普遍的な人間

的思いやり｣の一片さえも合意するものではない｡この語の意味するところは､

｢人間的満足｣ということである｡つまり､極悪の怪物であっても幸せになる

というのであれば､駕怖や感動と同様に､完全に消え失せてしまいはするが

(それゆえこのケースが ｢もっとも悲劇にふさわしくない｣)､悪人が悪しき結

末に終わるのであれば､それなりに満たされることになる ｢人間的満足｣であ

る｡-アリス トテレスは､こうして見ると､レッシンクの 《philanthropische

Empfindung博愛的感情》とは全然ちがう悲劇の効果をおもい描いていたよ

うである｡Z2

注

【訳注】本稿はWolrgangSchadewaldt:FURCHT UND MITLEID?Zur

DeutungdesAristotelischenTragddiensatzes".‥∂('iスiou応α～郎 βou

7TePαtL,OUO･αTかノTaL,TOとOL)TWL,nα877iJdTWL'KdOαpoくれ"Aristo-

teles,Poetlk6,1449b26("HellasundHesperienI"GesammelteSchriften

zurAntikeundzurneuenLiteraturinzweiB白.∩den:ArtemisVerlag,
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ZurichundStuttgart,1960⑥1970,S194-236所収)の全訳であるが､今回

はそのうちの序にあたる部分と第-節､第二節およびそれらの箇所の注を訳出

した｡その際､アリス トテレスやプラ トン等の著作の場合のようにすでに翻訳

のあるものについては､原則としてそれを引用し利用させていただいたが､文

脈の都合上多少変更を加えたものもある｡また､紙数の都合で本文中の引用箇

所のギリシア語原文は原則として省略 し､訳のみを示した｡なお､アリス トテ

レスのこの有名な悲劇の定義にたいする邦訳を参考までに二つはどあげておき

たい｡｢同情と恐怖を惹き起こすところの経過を介して､この種の一聯の行為
パ トス カタルソス

における苦難の浄化を果たそうとするところのものである｣(『詩学』､アリ

ス トテレス全集17 岩波書店 今道友信訳)0 ｢あわれみと恐れをひきおこす

ことによって､その種の諸感情の浄化 (カタルシス)を達成するところのもの

である｣(『詩学 (創作論)』､世界古典文学全集16｢アリス トテレス｣ 筑

摩書房 藤沢令夫訳)｡

【原注】Hermes83,1955,129-171｡-HuHユ,346-3880-さらに､以下を参照.

MaxPohlenz,FurchtundMitleid?,Hermes84,1956,49-74〔KLeineSchriften,

Hildesheim 1965,Ⅱ､5621587〕､およびtIelユmutFlashar,Diemedizinischen

GrundlagenderLehreYonderWlrkUngderDichtungindergrleChischen

Poetik,Hermes84,1956,12-48｡-反対の見解のものとして､WoIFHartmut

Frledrich,Sophokles,ArlStOtelesundLesslng,Euphorion57,1963,4-270
この簡約版が､現在は次のものにある｡VorbildundNeugestaltung.Sechs

KapitelzurGeschichtederTragddie,KleineVandenhoeck-Reihe249S,

Gottlngen1967,188-209｡賛成の見解のものとして､KurtvonFritz,Antike

undmoderneTragodie,Berlin1962,469f.Anm330-さらに､HermanKunisch

の一歩踏み込んだブックレビュー､LlteraturWissenschaftlichesJahrbuch,

NeueFolge3,1962,3911396を参照｡-‖ansAlbrechtKoch,Einperipatetisches

lnterpretamentzu郎 βos庁α～b'leos,Hermes97,1969,252f.0

1.｢アリス トテレスが用いているその語は恐れ (Furcht)を意味する｡憐れみ

(Mitleid)と恐れを悲劇は引き起こさなければならないとアリス トテレスは

述べているのであって､憐れみと駕怖 (Schrecken)をではない｡｣ハンプ
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ルグ演劇論､74号｡

2.西洋のアリス トテレス解釈者連､とりわけコルネ-ユとレッシンクの創造的

関心を浮き彫りにしたのは､MaxKommerellの資料と示唆に富む著書､

LessingundAristoteles,Frankfurtam Main1940の重要な功績である｡

特に､S.100,204ff.およびその他を参照｡

3.77号｡さらに､恐れは ｢我々自身に関連づけられた憐れみ｣75号｡周知のよ

うに､レッシンクはこの恐れの ｢真正な説明｣をアリス トテレスの 『弁論術』

の次の二つの文に見ているO ｢そして端的に言って､他の人々の場合に生じ

るなら､あるいは生じようとしているなら､憐れを誘うものどもは､すべて

恐ろしいものである (ds∂'&7rlaseE'7TeiLL,,¢0βepd占oTCL'b'oα葎'

gTe'pwL,γ(γL'dFLeL,α方FJe'lスoL'Tαi]eECLJdioTEL,)｣ (2.5,1382

b25)､および ｢何故なら一般的に言って､これらの場合にもまた自分の上

に起こってくるのを恐れることは､それが他人の身の上に起こってくれは､

これを憐れむと解 しなければならないからである (b'la)Sγdp Gα～

gL'Tα∂8α∂erスαβerL,,b'T̀ b'oαi¢'αbTaリ¢0β00L,VαC,rαOTα

占7r'&lAa)リγとγL,6FLeUαil60∂oEリ)｣ (2.8,1386a27ff,)｡注意して

いただきたいのは､アリストテレスは恐れを引き起こす対象と憐れみを引き

起こす対象との同一を主兼しているだけであり､したがって､我々自身の目

前に迫っている場合には我々の恐れを引き起こすものが､他人のもとに現に

あるのが認められる場合には我々の憐れみを喚起するものなのである｡しか

し､レッシンクはそこからこの二つの激情自身を互いに入り組ませており､

その結果､憐れみは単に自分自身に関わる一抹の危供を含むだけではなく､

まさに恐れそのものをも要素として含むことになり､恐れはなるほど憐れみ

を要素として共に含むわけではないが､しかし｢我々自身に関連づけちれた

憐れみ｣としていわば憐れみを経る回り道を行くことになる｡だがしかし､

これはあまりに明らかに経験に反する｡IngramBywaterのすぐれたAristotle

ontheArtofPoetry,0Xford1909,212,Ann.1も参照｡

4.77号.アリス トテレスが如βosとb')eosの両概念を明らかに同等に用いて

いるという明白な事実がその際見落されているのだが､それにもかかわらず､
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レッシンクの強引な偏向は今日なお強く影響 しており､Kommerellにとっ

てもなお ｢アリス トテレスの発見｣は次の諸点に存するとされる｡つまり､

悲劇によって引き起こされる激情は ｢憐れみの性質を持つ｣ものであるとい

うこと (S.99)､憐れみはアリス トテレスにとって ｢中心｣であり､ ｢根本

概念｣であり (S.202)､ ｢例外的な位置｣を占める (S.100)ということ､

および､レッシソグは悲劇とは憐れみを喚起する詩であるという彼の命題に

よって､ ｢アリストテレスの端的で本来の発見｣をとらえ直しているが､そ

のようにとらえ直すことは確かに ｢解釈の試み以上のもの､つまり､絶対的

権威者の命令｣であろうということ等々｡AugustoRotagni,Aristotele

Poetica,Turin1945,S.LIにとっても､憐れみは｢悲劇の根本的注解｣である｡

5.HildebrechtHommelは私に次のことを注意 してくれた｡つまり､Ernst

Kappの興味深い推測によれば (BrunoSmell,DieEntdeckungdesGeistes,

Hamburg31955,303,Ann.1)､如 βosは郎 β77〔たてがみ〕とほとんど

切り離しえず､したがって元来 ｢髪を逆立てること/総毛立つこと｣である｡

6.Ammoniosの同義語辞典の区別は､粗削りとはいえ､一般的に言って正しい

(∂gosの項を見よ).つまり､そこでは ｢デオスは長く続く悪いものの

予測であり､他方ポボスは直接的な激情である (∂ios〃主L'γapioTJ

7TOluxpdレEOS 応α斤OÛL)冗6リ0(α,如 βos∂主 1)7rαPαUTL'Kα

7rT677OES) とされ､したがって如βosは､ドイツ語の 《Schrecken 驚怖》

の意味における､突然 ｢縮み上がること｣として特徴づけられており､ ｢前

もっての長い間の予感｣に対立するものである｡- 《Schrecken》の正しい

意味は､WilhelmEggerking,DeGraecaartistragicaedoctrina,imprimis

deaffectibustragicis,DISS.Berlin1912,31.-同じく､BrunoSmell,Aischylos

unddasHandelnim Drama,PhilologusSuppl.20.1,LelPZig 1928も､

¢6βosは単なる恐れをはるかに越えたものであると見ている｡彼は､それ

を 《Angst 不安》としてとらえている｡

7.Poetik14､1454a4｡

8たとえば､Physiognomonik808b19 ｢霊魂と身体は､互いに共感 している

(ろ¢uxカTeJCα～Tboa〃αouFL7Eα877̂cu]7日0(S)｣ 0 Physiognornonik
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805a6｢身体が霊魂の状態によって動かされる- --- (TOÊsT市s4,ux寿S

7Tα8カpαOcTdoaFJαOUFL7Tdoxolノ…)｣｡丘にOULL7TαOeE'αSの諸現

象の収掛 ま､Problemata70 -Theophrast,Descnsu570

9.Aristoteles,Politlk8.5,L310a12｡Problemata19.40,921a36｢聴衆は自分

の知っている歌を歌っているものに共感を抱く--- (ouF17rα8カS.‥d

i印 0αTj)srやTbγ〟d,pEFjOレ&C∂0リ= )｣を参照0I.

10.Platon,Staat605dにおいては､次のようである｡ホメロスやあるいは他の

悲劇作家が悲 しみのうちにある英雄を描いているのを聞く時､ ｢われわれは

喜びを感じ､われを忘れて同情共感しつつ､ついて行く｡そして､われわれ

を最も強くそのような状態にさせる作家のことを､優れた作家であると真剣

に褒め称えるのだ (xα('poiLgLJTeKαlil'∂dレreS 右上∂SαL)TOL's

g7TdFLeOαouF17TdoxoL,TeS 応αlo7TOU∂dCoレTeS占7TαとL,00FLeL,,

dsdγαObL'7TOと77Tかノ∂L'dL'75FJasiJdス(αTαOb'T(｡Sa(αOr77)｣i

-ヘレニズム期にはouF17rdoxQ),OUF17EαOgu,ouFJ7TdOelαは 《MIL-

gefuhL同情》の方向に発展するが､その際おそらく､形容詞のoLIF17Tα銅S

が先行している｡例えば､Polybios4,7,3｢メッセ一二ア人の不運に同情 し

つつ (ouFL7rdoxoL,res∂主TαZbTゐL,Meoo77L'('wL'dTUXl'αES)｣0

同じく､15,19,4参照｡また､Diodor13,57｢彼らは､幼い子供も年老いた

女性も同様に､わずかの同情をもおぼえることなく殺した(dFIOE'ws7Tα㌻∂-

αsL'777日′ousγUリα㌻応αS7TPeOβL)FαSg¢dL,EUOLJ,OLl∂eFJC'αL'

ou〃7TdOeEαL')αFLβdL'OL'TeS)｣｡および､17,36｢----一運命の変化

を見て･彼らは同情しそして- - 憐れみをおぼえた-て- ダ- レイオス
の母は涙を流して同情 した 1--一一一不運な者に同情すること (..T毎 FLeTα-

βoAかノT77̂sTL)x77Sipa)i,resOUi17rαOersgγE'L,OL,TOにα～‥

吊 iouL'.‥eE'S∂dKPUα応αZouFj7TdOecαリガγαγeLJ75△αpeE'ou

扉 T77P…O L'FJ7rdoxe日,TOÊS7行ux77K6ocリ)｣｡

ll.1.Kor.12,26｢もし一つの肢体が苦難を被れば､他の肢体もみな苦難を共に

する (HαLEZ'Te 7rdoxecb'L'FJiスos,ouFjTEdoxeg7TαレT&Td

FJil77)｣ .Rom.8,16/17｢御霊みずから､私たちの霊とともに､私たち

-99-



が神の子であることをあかして下さる｡もし子であれば､相続人でもある｡

私たちは神の相続人であって､(キリストと)栄光を共にするために苦難をも共

にしている以上､キリス トと共同の相続人なのである (αbTbTbか66pα

ouFLFLaPTUPe㌻Tや7"eJFjαT日BFJ∂リ,∂TEgOP主リre'- αOeoD･

eE'∂主Te'Gリα,Kα～ kl77POL,dFJOE.Kj77POL,dFLOEFJ主LlOeôU,

ouγ応)77POリ6FLÒ ∂gxprOTO∂,eZ′7TCPOUFL7rdoxoFLeリ(sc･Tや
xpとoTで6)),2'L,αKα～our,∂oEα0063FJeリ)｣o Hebr.4,15｢この大司祭は､i

わたしたちの弱さを共に被ることのできないようなかたではない｡罪は犯さ

れなかったが､すべてのことについて､私たちと同じように試練に会われた

のである (obγapb'xoFLeL'dpx̀EPgαFLカ∂uL,dFjeL,OL,OUFJ7Tα8和αg

Tαrsd00eL,etαJS75pa)L',7reneEPαOFLgL10L,∂主KαTd7rdL,TCMα8'

dFJOEdr77rαXa)P～sdpαPTE'αS)｣｡この説明としては､Michaelis,

dasKittelschenTheologischenWt)rterbuchzum NT,Band5,Stuttgart

1954,924ff,のすぐれた解説を参照｡

12.ThLLs.V.Compassio,Compatiorの関連した解説を参照｡なお､以下にお

いて私もこれを引き合いに出している｡

13.ドイツ語の 《Mitleiden》 ,《Mitleid》の歴史に関 しては､GrlmmSChes

Wと)rterbuchBand6,1885,2356f..2359､並びにTrubnerBand4,1943,645､

そしてZeitschriftfurdeutscheWortforschung15,1914.293を参照｡

14.イクラ (ltala)とウルガ一夕 (Vulgata)は､パウロとヘブライ人への手

紙とにおいて､ouFL7rdoxeEL,をcompatiと訳しているが (1Petr.3,8にお

ける､oup7rαOeZTsにたいするcompatiensを参照)､そうすることによっ

て両者は確かにより古い所に戻っている｡-Tertulian,adv.Prax.29p.286,8

は ｢共に受難するということは､他の老と共に受難するということ以外の一体な

んであろうか (quidestcompatiquamcum aliopati)｣と規定 し､そし

てさらに魂と身体､霊と肉､および頭と肢体 (コリント人への第-の手紙､

12による)の関係にたいして､その語を全く本来の意味で繰り返し用いてい

る｡そしてさらにまた､父と子の親密な結びつきにたいしても､adv.Prax.29

p.286,7で ｢御子が事実受難するのであれば､確かに父も共に受難する (si
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filiusquidem patitur,paterverocompatitur)｣と用い､またadv.Prax.

29p.286.14で ｢父も共に受難したのでなかったら､どのような意味で御子

は受難したのであろうか (Quomodofiliuspassusest,sinoncompassus

estetpater)｣と用いている｡-この客観的な 《Mit-Erleiden 共に-被

ること》は､少し意味合いを変えていぜんとして客観的な 《Mit-Leiden共

に-苦しむこと》に移行する｡Tertullian,Depudicitla3がそうであり､そ

こでは許しを当てにできない罪人が､それでもやはり悔いあらためようとす

る場合､なるほどcommunicatioを得ることはないにしても､教会のCompassio

を得るとされている｡さらに､Augustin,serm.280,6には ｢受難においてで

はないにしても､共に苦 しむことにおいて殉教者達に従おう (Sequamur

martyressinonpassione,compassione)｣とあり､さらにHilarius,Matth.

10,25には ｢一一一- その十字架において､我々は共に苦しみ､共に死に､共

に葬られる (…inquacrucecompatimur,commorimur,consepelimur)｣､

33,4には ｢十字架を受け入れ､共に苦しむこと (crucem accipereetcom-

pati)｣とある (そしておそらくAugustin,epist.238.24 ｢この苦難におい

て私と共に (mecum inhisangustiis)｣も)｡そして､主と共に受ける

苦難 (Mitleiden)としての､またキリスト教徒同志の苦難としてのCompassio

もまたそうである｡つまり､Ambrosius,serm,8.13では ｢キリス トの相続の

あるところには､共に受ける苦難がなければならない (!) (ubihereditas

Christiest,ibidebeat(!)essecompass10)｣(Ram.8.17によるが､今や錠と

してである)､Fulgentius,V.Ruspe,adTras.3,30では ｢自然な一致のあるとこ

ろには､共に受ける苦難の一致がある (ibiestunitascompassionis,ubiest

unitasnaturalis)｣｡ならびに､人間の弱さにたいするイエスの共苦(Mitleiden)

(｢ヘブライ人への手紙｣による)も､Ambrosius,op.imperf.inMatth.13

p.702では､ ｢神は自らの子を､人間的共苦の恥辱のゆえに送り出す (deus

filium suum perhumanaecompassionisopprobriatraducit)｣-さら

に､Compassioはmisericordia〔あわれみ〕に近づくが､しかしそれはまず

もって､いぜん客観的な共苦としてmiserlCOrdiaの一般的な上位概念を形成

するというようにである｡Augustin,civ.9,5では ｢あわれみとは､-- 目地
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者の悲惨にたいしての､我々の心のうちのある種の思いやりでなくてなんで

あろうか (quidest…miserlCOrdiamisialienaemiseriae quaedam in

nostrocordecompassio)｣ 0 Augustin,conf.3,2では ｢自分がそういう目

にあう場合は 『あわれ』と呼ばれ､他人のあわれに同感する場合は 『あわれ

み』と呼ばれるのが常です (cum ipsepatitur,miseria,com aliiscom-

patitur,m]'sericordiadicisolet)｣ 0 Ps.Rufinus,Am.4,12では ｢共に苦 し

むあわれみのゆえに (percompatientem misericordiam)｣ 0 Hegesippus,

3,2,1.65では ｢あるあわれみの共苦から (quadam misericordiaecom-

passione)｣｡他方では､Compassioは､まず第-にaffectusおよびanimus

と結びついて､主観的な 《Mitgefuhl同情》に近づき､Ambrosius,off.3,22,

128では ｢意識的に友人達を助け､心情において同情しよう(iuvemusamicos

consilio,compatiamuraffectu)｣､またAugustinでは 《mitleidig 同情

的な》にたいするものとして非常にしばしば ｢心情において同情的な (com-

patientesaffectu)｣がある｡Hieronymus,epist.128,4では｢モーゼは心情にお

ける同情について語っていた (MoysescompaSSionisloquebaturaffectu)｣｡

PomerluS2,5,2では ｢心の敬虐な同情によって(pi且animlCOmpaSSione)｣｡

Augustin,enarr.inPsalm.122,1では ｢愛の同情によって (compassione

caritatis)｣ 0 Rufinus,Basil.reg.46では ｢彼に対して怒りによってではな

く､憐れみと同情によって動かされる (noniraerageum moveatur,sed

miserationeetcompassione)｣とあり､ここではCompassioはすでに単独

で他ならぬ 《Mitgefuhl同情》と同じであり､そしてまたDionysluS,Facund.

defens.ll,6p.815Cも同様で､ ｢人の同情を=- 一否定しないよう (nechu-

manam compassionem･･･denegemus)｣ 0 GregoriusMagnus,epist.8,15

｢あなたは聖職者の同情でもって､彼を助けなければなりません (sacer-

dotalieum compassionedebeasadiuvare)｣(ここには ｢ヘブライ人への

手紙｣の影響がみられる)､epist.4,1｢敬慶な同情によって (pi且compas-

sione)｣ (今やanimiなしで)0

15.Lactanz,inst.6,10,2および 4;ll;14｡

L6.Wieland,Rabener,Thummelにおいて 《Mitleidenheit》 ,Grimm,Band6,
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1885,2359参照｡

17.our,dxOeoOα亡はたとえばHerodot8,142､Xenophon,Kyrupaidie1,6,24､

Aristoteles,NikomachischeEthik9.10,1171a8.Isokrates4,112に見られ､

ⅠsokratesではさらにouiL7ccレOerL'｢共に悲しむこと｣ ｢共に苦情を言う

こと｣ (この語は､Aischylos,Choephoren199および Euripides,Herakles

1390では､ ｢死者を共に悼む｣というもともとの意味で用いられている)ち

見られる｡よりひんぽんなのは､ouリα)γe㌻L,〔苦痛を共に感 じる〕で､

たとえばAischylos,Prometheus288､Sophokles,Aias253,283､Euripi-

des,Alkestis633,Herakles1202､Aristoteles,NikomachischeEthik9.4,

1166a7,b18,Rhetorik2.4,1381a5｡10UスAu7re㌻08αC〔共に心を痛め

る〕は､Herodot6,39.9,94､Antiphon3,2,8､Platon,Staat462e､Ari-

stoteles,NikonachischeEthik9,ll,1171b7｡-ouL'OL応TE'Ceci,〔共に

嘆く〕は､Xenophon,Kyrupaldie4,6,5｡一guLJO∂L)poFjα(〔共に悲しむ〕

は､Platon,Menexenos247C｡Eruipides,Hiketiden74のouンαスγ77∂dL,､

およびPlaton,Menexenos244eの卓とjoE応TIpFLa)L'等も参照｡

18.ouγγEγLJdo応egリ,OUγγL,dFJ7日ま､ヘロドトス及び悲劇作家達以来アッ

テイカの散文においても､ ｢他者に共感/相互理解の感情 (fellow-feeling)

を持つ｣ (Liddell-Scott-StuartJones)というよく知られた意味において

広まる｡私はここでは単にg]eerレと結びついている場合だけを指摘 して

おきたい｡Demosthenes,22,57では､ ｢しかし､法はそれらのことを述べて

いるのではない一一日一一しかし､憐れみ､共感､自由人に相応 しいもの全て

が中にある (,..dll'oL)Tαt)Tα]gγOUOとOlリdFj0(...dlA'b'L'eOr'

t'スeos,ouγγL,dFJ77,7Tdレ8'&7TPOO75応eETOrsiAeuOipocs)｣｡

また､21,100並びに25,81.83,b']eos,ouγγリdFJ77,両 ]αリOpw7Tlαを参

照｡さらにAristoteles,NlkomachischeEthik3.1,1109b32では ｢不本意に

なされたことには共感が､時には憐れみもまた与えられるのであるから

(g7T～∂主TO㌻sdKOUOE'0gSOUγγL,dFJ77S(γ(γL,OFJe'L,77S),gLJloTe

∂gKα～g]gou)｣､3.1,1111alでは ｢なぜなら､そのような場合に､憐

れみも共感も与えられるからである(i'レTOL)TogsγapKαib'leosICαC1

-103-



ouγγL,dp77)｣とある｡ ouγγL,dp77の定義は6.ll,ll43a23において､

｢公平な事柄について正 しく判定する洞察 (γL'd)FLY?方PETH カTOD

inCeと応Oi)sdpOカ)｣とされている｡怒りっぽさとふぬけとの正しい中

庸として､ ｢褒むべき中庸状態 (FJio77t'Ecs占7rαCL'eTカ)｣としてま

た憐れみの基礎として､《Sanftmut 温和》 (7TPqdT77S)もさらに参照

しておくべきであろう｡つまり､Aristoteles,NikomachischeEthik4.5,ll

26a2では､ ｢なぜなら､温和な人は報復することを好む人ではなく､むし

ろ､寛恕することを好む人だからである (oJγapTgFJa)P77Tと応bs6

7TPqOSdlAd〃∂スAoリOUγγリ叫 0リ-ds)｣
19.αC'∂dsについては､CarlEduardvonErffa,Aidosundverwandte

BegriffinihrerEntwicklungvonHomerbisDemokrit,Philologus,Sup-

pl.30,2,Leipzig1937｡根本的な意味はS.40､ホメロスにおけるgAeeTL7と

の結びつきはS.10f.そして特に28｡

20.占スe77TCKdL'と結びついて､たとえばAnStOteles,Rhetorik2.13,1390a19

では､青年達は ｢人間愛のゆえに憐れみ深い (i]677Tr応Ol∂Ed

¢C]αL,Opw7日'αL')｣ (というのは彼らは皆がうまく行くことを望むから

である)､IlepZdpeTd)L'応α～応α=6)L',5,1250b32では ｢鷹揚に付随す

るものは----一一人間愛と憐れみ深いことと日日--(dKOスouOer∂主丁命rJ

gスeuOepc6T77Tと.‥¢̀ )αL'Opw7TlαKα～TbeE'L,αとiAel?TgGdL,
･･･)｣

21.ハンブルグ演劇論､76号の終わり近くに､ ｢ほかでもないこの愛のこと

を私は言っているのです｡私たちがどのような情況にあろうとも､私たちの

同胞にたいして完全には失うはずのない､また他のより強い感情に覆いかく

されてはいても､灰の下で消えることなく燃え続け､あたかも一陣の恵みの

突風に煽られるがごとくに､不幸､苦痛､破壊に出会って憐れみの炎と燃え

あがるこの愛 一一一一日｣

22.ハンブルグ演劇論､77号 ｢彼 (アリス トテレス)は憐れみによって､本来

のいわゆる憐れみばかりでなく､一般的に他の博愛的な感情の全てをひっく

るめて=- 一理解しているということを示すために-一一一日｣ - 『詩学』の
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¢cjdレOpa)7rOL'は今日まで､次のどちらかの仕方でとらえられている｡

-つは､上で反駁された (根拠を弱められた)レッシンクの博愛的な意味で

あり､これはキリス ト教の隣人愛にきわめて近 く､他の一つは､Twining

(1789)以来のもので､詩的な正義を満足させるもの､ ｢正義の感情｣ (最

近､Rostagni,a.0,70､1453alにたいして)としてとらえられている｡-ま

ず第-に前者の意味を推すように思われるのは､ ｢普遍的な人間愛｣という

意味において¢ElαリOpa)7rlαがごく一般的に用いられているということ

であり､この意味はアリス トテレスにおいても提示されているように思われ

る (上の注20参照｡およびBywater,S.214)｡また､言葉の上で少と]dレOpw7TOソ

に何か ｢正義｣といったものがなぜ入り込み得るのかは､全く不可解に思わ

れる｡-それにもかかわらず､前者の ｢博愛の意味｣に対 して､少なからぬ

困難がある.1.アリス トテレスがあげているうちの初めのケース､つまり､

悪人が不幸から幸せになるというあの ｢非悲劇的な｣ケース (1452b39ff.)

の場合､そもそも人間的思いやりが求めるべき何があるというのであろ

うか｡ある人がうまく行く場合には､人間的思いやりは全く視野の外にあり､

それでアリス トテレスは¢(スdL,Opw7TOリの欠如を､そのようなス ト-リー

展開の非悲劇的な性格を強める要因としてここに持ち出すことはできないの

である｡2.紀元前5世紀あるいは4世紀のアテナイの観劇客は､どこに心

の用意があって､ ｢極悪人｣ (1453a2)が- 当然の報いとして- 不幸

になる場合に､彼も人間同胞であるとして人間的思いやりまでも彼に認めた

というのであろうか｡3.アリス トテレスが 『詩学』のなかで逆転変 (ペリ

ペティア)を扱っている箇所が､中りdL'OpwnoL,の語が用いられてい

る二番目の箇所であるが (1456a23､｢すなわち､それは悲劇的であり､か

つ人間愛に訴えるものである (TPαγ亡ぶ∂L,γap TO∂TO Kαi

¢(スdリOpa)7TOJ))｣)､ここでアリス トテレスは二つの例を付け加えて説

明しており､この二つとも1453al以下と同様に悪人が結局不幸になるとい

うことに関連 している｡つまり､知恵はあるが悪い性質の男が結局だまされ

るという例､および男性的ではあるが不正な男が結局打ち負かされるという

例である｡さて､だまされた故滑な男と打ち負かされた強者はなるほど確か
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に人間的思いやりを引き起こし得るかもしれないが､しかしそれは単に偶然

にであり､両者それぞれがその他の点では良い男である場合に限られるが､

しかしアリス トテレスはまさにこのことを排除しているのである (｢悪い性

質の (FjeTd7TOy77PlαS)｣､ ｢不正な (&∂gGOS)｣)｡アリス トテ

レスが念頭においているのは明らかに､放滑な男がだまされ､あるいは悪い

武将が打ち負かされるという純然たる出来事なのであり､この純然たる出来

事はそれ自体では決して人間的思いやりを呼び起こすようなものではありえ

ず､ただ単に満足を呼び起こすものにすぎない｡アリス トテレスが引き合い

に出している四つのケ-スに共通することから､次の点が明らかになる.つ

まり､如 AdンOpw7TOリは特に ｢悪い性質の老｣に関係 しており､そのよ

うな者が幸運な結末を迎えた場合には排除されるが､しかし不幸になる場合

には生じるような､そのようなものでなければならない｡このことは､傷つ

けられたり満たされたりするあの ｢正義の感覚｣の近くにわれわれを導くも

のではあるが､それはもちろん単に近くにであるにすぎない｡アリストテレ

スはもっと単純に､具体的に､直線的に考えているようである｡S.Tromp

deRuiterのすぐれた著書 《Devocisquaeestphilanthropiasignificatione

atqueusu》 (MnemosyneNS 59,1932,271ff.)が示 したように､

中古]αリepw打C'αはAischylosのPrometeus(ll,28,123)以来その核心にお

いて決して単に人間愛の ｢感情｣に尽きるものではない｡この語はまず第-

に､神あるいは神のごとき人の人間にたいする親愛の情を表 し､しばしば

｢よくする (eu?,TOCe㌻ソ)｣および ｢恩恵を施す (edepγeTe㌻リ)｣

と結び付けられる｡そして､この意味はとりわけヘレニズム期には官公庁用

語の中で保たれており､そこでは¢gAdリOpw7EOL'はまさしく恩恵､特権

であり､その上ついには¢clαL,Opw7日'αは心付けにまでなる.しかし､す

でにクセノフォンは ｢農業｣を¢C]dLJOpa)7EOS(人間に有用な)と呼びえ

たし (Oikonomikos19,17)､また彼の述べている (Poroi3,6)両射oFJαTa

か ]dL'Opwnαとは人民決議のことであり､それによって知行と特権が与

えられるのである (TrompdeRuiter,a,0.281fff.)0 『詩学』 でも

¢EldL,Opw7TOL'は (¢oβepdlJ,gleeとL'dL',TPαγ(応dL'と並んで)､
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人間的な関連性ではなく､事物的な関連性を持っており､スト-リ-の展開

の仕方に関わっている｡アリス トテレスが悪人が不幸から幸福になることは

｢人間愛に訴えるものではない｣という場合､つまりそれは詩人によるその

ような運命の展開がその傾向性において人間の幸福と要求を視野に入れてい

ないということであるが､その場合その運命の展開は人間社会の安寧を犯す

ものであり､ ｢人間の安寧にそうもの｣ではないのである.逆のケ-スでは､

人間 (人間社会)の出しうる要求は ｢十分に満たされる｡｣-私は､正義の

概念に頼むことなしに､アリス トテレスが引き合いに出している四つのケー

ス全てにたいして適切で一般的な公分母を与える解釈を議論しているのであ

る｡アリス トテレスはしばしばそうであるように､ここで詩人の実際的な行

為から考えているのであろう｡つまり､劇作家はあえて伝統的な道徳に対立

するにしても､不評を被りたくなければ､人間社会の内的な要求に違反しな

いということを厳に重んじなければならないのである｡

-なおまた､ 『詩学』において¢gld L,Opa)7TOLJが人間的思いやりに関

係づけられている他のケ-スでも､この思いやりは､犯罪者に対して表され

る人間的感情の最後の残りであって､レッシソグが憐れみの一般的基礎とし

て強調し､そのために戦い､そしてまた彼の世紀のヒューマニズムのプログ

ラムによって支えられた博愛 (Philanthropie)からは遠く隔たったもので

あろう｡ -EduardZellerのすぐれたDiephilosophiederGriechenJI2,

1879,786Ann.3における､Philanthropon- ｢道徳的感情を満足させる｣､

｢人間性に好意を持つ者は､その敵が決して幸福になることがないように望

まなければならない｣､も参照｡
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